
地区スローガン 

活力と輝き －ロータリーの基本を大切に－ 
             （第2650地区ガバナー  馬場益弘） 

お祝い                          

会員誕生日   小田柿喜暢君（３月１９日） 

ご夫人誕生日  後藤君ご夫人敬子さん（３月８日）                          

結婚記念日   松田君ご夫妻（３月２０日） 

入会記念日    宮川基司君（１９９５年３月２３日）           

理事会報告（2022.3.3）                         

１．退会会員の件  

    玉置貴一君は異動のため３月１０日付けで退会 

２．名誉会員の件  小菅一彦様、藤田益平様 継続 

３．親子入会制度の導入の件 見直し 

４．花見例会の件  ４月７日（木） １２：３０～やす井にて 

５．親睦旅行の件  ６月４日（土）～５日（日）富山方面 

６．ウクライナ人道危機救援金の件   

        日本赤十字社のウクライナ救援へ２０万円寄付   

 

ウクライナ情勢に関する国際ロータリーからの声明 
ウクライナと世界の人びとにとって、痛ましく悲惨な状況と

なっています。 

ロータリーは、ウクライナにおける状況悪化と、人命の喪失お

よび人道的苦難が深刻化していることを深く懸念していま

す。ウクライナに対する軍事行動が続けば、地域の荒廃を招

くだけでなく、欧州と世界にも悲惨な結果が広がる恐れがあ

ります。 

世界最大の人道支援団体の一つとして、ロータリーは「平

和」を世界的使命の礎としてきました。私たちは、国際社会と

ともに即座の停戦、ロシア軍の撤退、および対話を通じた対

立解決のための外交努力の再開を求めます。 

過去１０年間、ウクライナ、ロシア、および近隣諸国のロータ

リークラブは、国の違いを超えて、親善を推進し、戦争や暴

力の被害者への支援を先導する平和構築プロジェクトに積

極的に取り組んできました。私たちは今、この悲劇的な出来

事に直面しているウクライナのロータリー会員や人びとのた

めに祈ります。国際ロータリーは、救援物資や支援を提供

し、ウクライナ地域に平和をもたらすために全力を尽くしま

す。                    （国際ロータリーＨＰより） 

国際ロータリー・テーマ 

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために       

           （国際ロータリー会長 シェカール・メータ） 
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2021～2022年度 会 長  青木竺峰  会長エレクト 細江正人   
          副会長  渡邊僖子  幹 事    上田勝之 
          会 計  小田柿喜暢 ＳＡＡ    秋野正誠      

彦根ＲＣ会長テーマ 

明るく 楽しい ロータリーライフを               

            （彦根ロータリークラブ会長 青木竺峰） 

今日の食事 

次回例会案内（2022.3.24） 

          

「 アドリブ 」 

担当 ： 川原崎清三 君 

     

 

幕の内弁当 

井伊家ゆかりの社寺 圓常寺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 彦根城を完成させた2代直孝公が母の菩提のため建立した 

 お寺です。本寺には県下唯一快慶仏立像阿弥陀如来、ま 

 た、13体揃った閣問堂があります。（彦根観光協会ＨＰより）  

彦根ロータリークラブ週報   ２０２１～２０２２ ＶＯＬ.７０ ＮＯ.２９ 

第３３４３回例会 

２０２２．３．１７ 

開会点鐘 

ロータリーソング斉唱「我等の生業」 

ビジター紹介 

会長の時間 

 幹事報告 

 委員会報告 

 ニコニコ箱報告 

 出席報告 

卓話 

 「気候変動と気象災害について」 

  ゲスト：彦根地方気象台長 

         赤石 一英 氏 

  担 当：正村嘉規 君 

閉会点鐘 

 

        於．料亭旅館 やす井  

彦根城を世界遺産に 



ロータリー財団が 

ウクライナ地域での直接的人道支援の窓口を設置 

 

深刻化するウクライナでの人道的危機への対応として、

ロータリー財団は現在、ロータリー地区が実施している救

援活動を支える資金を世界中のロータリー会員が寄付す

ることのできる正式な窓口として、災害救援基金を指定し

ました。 

 

これに伴い、ロータリー財団は以下を承認しました： 

 

●現在から２０２２年６月３０日まで、ウクライナと国境を接 

 する指定ロータリー地区とウクライナ国内のロータリー地 

 区は災害救援基金から各地区５万ドルまでの補助金を 

 申請できます。迅速な手続きが行われるこれらの補助金 

 は水、食料、シェルター、医療品、衣服といった救援物 

 資を含め、この危機による難民や被災者の支援に利用  

 できます。 

 

●上記の期間、難民やそのほかの被災者への支援を希 

 望する、影響を受けたほかのロータリー地区も、災害救 

 援基金から２５，０００ドルの補助金を申請することができ 

 ます。 

  

●現在から２０２２年４月３０日まで、ロータリー地区は未配 

  分の地区財団活動資金（DDF）を災害救援基金に充 

  て、ウクライナと関連する人道的補助金を支援すること 

  ができます。 

 

●ウクライナ支援のための災害救援基金への寄付は、こ 

 ちらからお寄せいただけます。 ウクライナでの救援活動 

 を支援するための災害救援基金へのご寄付は、２０２２ 

 年４月３０日までに行う必要があります。 

 

●ロータリー財団を通じた支援は災害救援基金が主な窓 

 口となりますが、ロータリークラブとローターアクトクラブも 

 ウクライナでの人道的危機に対して独自の支援を行うこ 

 とが奨励されています。 

 

災害救援基金を通じた支援に加え、財団はパートナー団

体や地域リーダーと協力し、増加する人道的ニーズへの

効果的なソリューションを模索しています。 

 

・国連難民高等弁務官事務所（米国）と協議し、ウクライナ 

 や近隣諸国で行き場のない人びとのニーズに対応する 

 ための準備を進めています。 

 

・災害救援におけるプロジェクトパートナーであるシェル 

 ターボックスは、東欧のロータリー会員と連絡を取り、一 

 時的な住居やほかの必要物資の提供方法について検 

 討しています。 

 

・「難民、強制退去者、移住者のためのロータリー行動グ 

 ループ（The Rotary Action Group for Refugees, Forced  

 Displacement, and Migration）」は、この危機への対応と 

 してグループのリソースを集結させています。 

すでに１００万人がウクライナから避難しており、緊急支援

が早急に必要となっています。国連は、避難する人の数

が５００万人に上る可能性があると推測しています。ヨー

ロッパや世界のロータリークラブが救援活動に乗り出して

おり、中には避難者を支援するために現地で活動してい

るクラブもあります。         （国際ロータリーＨＰより） 

 

 

２０２１学年度米山奨学生終了式報告 

                     カウンセラー 嶋津慶子 

 ３月５日（土）午前１０時から米山奨

学生のオンライン終了式に張 暁平

さんと出席しました。 

 奨学生の方々が次のステップへ進

むこと、ロータリーへの感謝を次々と

述べ、張さんも次のようにスピーチし

ました。 

 「皆様、こんにちは。米山奨学生の

張暁平と申します。彦根ロータリーク

ラブにお世話になっています。この一年間の奨学生の生

活で得たものは将来の成長に良い影響を与えると思いま

すし、一生忘れられない素晴らしい思い出になりました。

例えば、茶道のお稽古や浴衣の着付けのお稽古など、伝

統的な日本文化を体験して、日本文化に対する興味が一

層高まりました。そして、精神的にも豊かになりました。例

会に出席するたびに、さまざまな業界で活躍されている

方々に会えることをとても嬉しく思いました。私にとって、

例会に参加することが、コミュニケーションの場にもなりま

すし、皆様からポシティブなパワーを吸収し、学ぶ機会で

した。ロータリークラブの奨学生になった環境で、自分も

立派な人間になりたいと思います。この一年間、大変お世

話になりました。ありがとうございます！」 

 奨学生の皆さんに幸多かれ！ 母国と日本の架け橋に

なってくれることを願っています。 

 

 

張 暁平さん送別会開催 

                  米山奨学委員長 嶋津慶子 

 ３月５日（土）午後６時より米山奨学生の張 暁平さんの

送別会をレストラン千成亭で行いました。歓迎会の時は緊

張していた様子の張さんでしたが、今日は本当に楽しそう

で笑顔と笑い声が絶えない時を過ごしました。彼女は大

好きなお肉に舌鼓をうち、彦根ロータリークラブからの卒

業祝「万年筆」に自分の名前が印字されているのを見て、

目をうるませて喜んでいました。「皆さんと別れたくない！」

帰り道でぼそっとつぶやいていました。一年間本当にお

世話になりましてありがとうございました。 



張 暁平さん 「祝 卒業茶会」開催 

                  米山奨学委員長 嶋津慶子 

 ３月５日（土）奨学生終了式のあと、午後２時３０分からひ

こね市文化プラザ和室研修室において、張 暁平さんの

「祝 卒業茶会」を行いました。 

 彼女は昨年４月より、茶道裏千家流助教授の事務局の

藤井さんから茶道の手ほどきを受けていました。茶道のお

稽古を通じて、日本文化、精神を学び、お点前が出来る

まで上達しました。素晴らしいことと思い、お茶会をするこ

とにしました。 

 当日はお忙しい中ご参加下さいましてありがとうございま

した。 

 お水屋は、表千家流の青木会長と石州流井伊大老御

流の私が努め、これぞロータリー流だと思っています。お

世話になりました方々にお礼申し上げます。本当に楽しい

ひとときでした。 

 

 

 

 

彦根南ＲＣとの合同親睦ゴルフコンペ報告 

                 ゴルフ同好会幹事 松田充弘 

 ３月１２日（土）、彦根南ＲＣとの親睦ゴルフコンペを彦根

カントリー倶楽部にて開催いたしました。 

 彦根ＲＣから１２名、彦根南ＲＣから７名の合計１９名のご

参加を頂きました。一日中、春らしい温かな陽気に恵ま

れ、ロータリー談義など懇親を深めながら、皆さん気持ち

よくプレーしていただきました。 

 今回も各チーム上位５名のスコア合計で争うチーム対抗

戦が行われ、彦根ＲＣチームが勝利。前回の雪辱を果た

しトロフィーを持ち帰ることが出来ました！ 

 個人の部では、見事 田井中 徹さんが優勝！ベスグロ

賞はグロススコア８１で、彦根南ＲＣの森野 隆さんが獲得

されました。 

              OUT IN GROSS HDCP  NET 

優 勝 田井中 徹 君 ４０ ４７   ８７  １６．８  ７０．２ 

準優勝 森野   隆  君 ４２ ３９   ８１   ９．６  ７１．４ 

第３位 正村 嘉規 君 ５０ ４６   ９６  ２４．０  ７２．０  

第４位  小田柿喜暢君 ４９ ５５  １０４  ３１．２  ７２．８ 

第５位  大舘  康伸 君   ５０ ４５   ９５  ２１．６  ７３．４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 今、私は趣味といえるほどではないかもしれませんが、

ロータリーの皆様や友人とゴルフを和気藹々でスコアも気

にすることなく、スリーパット、ＯＢ、池ポチャでの罰金にも

めげずに楽しい会話と食事で一日楽しく過ごすことが趣

味なのかな？と感じています。 

 若い頃は、琵琶湖が近くにあるのでウインドサーフィンを

するのと車が好きで、随分とお金も時間もかけました。 

 でもやっぱり仕事が中心の生活になり、何より現場で管

理し働くことが自分に本当に合っていて、ウインドサーフィ

ンや車より仕事の方が好きになったのかなと思います。 

 趣味って、仕事でない個人が楽しいと思うことですよね。

でも自分の中では趣味も仕事でいいのかなと思っていま

す。これからは少し違った趣味を持ちたいです。 

私の趣味               本登忠雄 



出席報告 

他クラブプログラム予定 

前回例会報告 

 まず、異動で退会される玉置貴一君より

挨拶がありました。「３月３０日付け異動で

東京に転勤になり、彦根を離れることになり

ました。新しい職場は会社が変わって、キリ

ンのグループ会社の協和発酵バイオという

会社です。医薬の原料、中間体などを製

造販売する会社です。彦根ＲＣで約３年間お世話になりま

した。彦根の名士の方とお知り合いになれて、彦根の歴

史、伝統、心構え、作法など多くの事を教えて頂きました。

転勤族には貴重でありがたい経験でした。後任は九州福

岡の工場から黒杭という者が参ります。同じようにおつき

合いして頂ければありがたいです。３年間お世話になりま

した。」 

 会長の時間では、まずウクライナ

の状況について、国際ロータリー

の考えをお伝えします。戦禍が続

くと地域は荒廃し、欧州、世界には

多大な悪影響が起こります。ウクラ

イナの状況を懸念しています。平

和と人道を大事にする組織として

人道的支援をして参ります。次ぎに「照顧脚下」につい

て。「きゃっかをしょうこする」と読みます。はきものを揃えな

さい、という意味もありますが、元来は「足元をしっかりと見

なさい」という意味です。転じて、土台をしっかりとして、自

分を反省して、歩んできなさい、という意味にもなりますと

話されました。 

 米山奨学生  張

暁平さんに終了証

が渡され、カウンセ

ラーの嶋津慶子君

には感謝状が贈ら

れました。 

 張さんより「奨学

生として１年間を振り返ると、収穫と成長の１年間でした。

自分の未来を考える良い機会になりました。皆様に色々

教えて頂き、自分も皆様のような優秀な人になりたいと思

いました。卒業後は、３月に中国に戻り、中国の会社に入

り半年間研修を受けます。その後、１１月に日本に戻り、そ

の会社の日本支社の立ち上げをします。希望であった日

本と中国をつなぐ仕事をします。将来、立派な人になっ

て、皆様と再会したいと思っています。」と話されました。 

 本日の卓話は田部泰男君で 「不動産取

引の相談について」というテーマで話され

ました。 

 先月３日に７６歳になりました。大した病

気もせず、過ごしてきました。ただし、脊柱

管狭窄症ではあります。２５、６年前は長距

離も走りました。山梨県河口湖の湖畔を２周と少しで

42.195ｋｍ（フルマラソン）走る大会に４年連続出場して４

回とも完走しました。また、丹波篠山で開催される日刊ス

ポーツマラソンにも参加したことがあります。やはり完走し

ました。ベストタイムは３時間４０分台です。しかし、今は

走っていません。８０歳まで元気でいて、ゴルフでエイジ

シュートを達成したいです。昨年８月２４日にコンペで前半

３９、後半４０で７９のスコアを出しました。 

 さて、本題の「不動産取引の相談について」話します。

一般に不動産屋と言われますが正式には宅地建物取引

業者と言い、略して宅建業者と言います。不動産取引関

しては７００から８００件ほどのトラブル、苦情相談があるそ

うです。相談事は大津にある滋賀県不動産無料相談所に

相談します。相談事の事例紹介をします。まず宅建業者

の選び方ですが、国交省あるいは県の免許を持つ、信用

のある業者を選ぶことです。滋賀県住宅課のＨＰに業者

の名簿があり、そこでは過去の行政処分の有無も調べるこ

とができます。また、業者にはそれぞれ特徴があるので、

自分の取引の目的、動機を明確にすることが大事です。

また、希望条件をすべて満たすものは無いので、最低限

ゆずれない条件を明確にしておくことも大事です。物件候

補が見つかって、現地調査をするときのポイントもありま

す。通常の交通機関を利用して現地に行くこと。最低３回

は行くこと。その際に、曜日、時間帯、天気の違うタイミン

グで行くこと。地元の人に色々聞いて、学校の事、夜の人

通りなどを確認すること。一人ではなくたくさんの人で行く

こと。などです。いざ契約するときにも注意が必要です。重

要事項説明はできれば契約の２週間くらい前に書面で入

手して、内容をよく読んで、わからないことは詳しい人に聞

くようにしましょう。そして、疑問点を明確にして契約前によ

く質問して納得した上で契約するようにしましょう。 

お客さま 

張 暁平さん（米山奨学生） 

ニコニコ箱 

（本日計 49,000円・累計 1,035,000円） 

３年間お世話になりました…玉置君 

奨学生の張さんが例会に来るのも最後になりました。一年 

  間皆様にお世話になりましてありがとうございました   

  …嶋津君   

ばたばたして出席出来ず。母親に香儀を頂き…片岡君 

今月から出席します…瀧沢君 

久しぶりの例会です…川原崎君 

チョット良いことがありました。ありがとう大舘さん…石原君 

会員の卓話のご指名いただきまして…田部君 

“春近し されど平和の 道遠し” いらだつ毎日が続きま 

  す… 正村君 

誕生日のお祝い頂きありがとうございました… 鈴木君 

入会記念日と会員誕生日を祝っていただいて…杉本君 

妻の誕生日を祝って頂いて…田部君、和田君、那須君 

結婚記念日を祝って頂いて…安居（継）君、中川君、西村 

  君、那須君 

会報・広報雑誌委員会  ／  澤田和重  正村嘉規  今村康博 

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか 

３月１８日(金) 長浜東ＲＣ 「休会」     

３月２１日(月) 長   浜ＲＣ 「休会」      

３月２１日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「休会」       

３月２２日(火) 彦根南ＲＣ 「休会」                

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

３月 ３日 ５２（１１）  ３２（５） ０ ６９．５７ 

２月１７日 ５２（１１）  ３１（４） ０  


